


ホーム上に傾斜のある場所があります。ご注意のうえ、ご利用ください。車いす、ベビーカーなどを
ご利用のお客さまへ

※本誌は再生紙を使用しています

【お断り】本誌に掲載されている施設･店舗･イベントの内容
などは、予告なく変更される場合があります。あらかじめ
ご了承ください。

ホームから線路への転落を目撃したときは
非常停止ボタンを押してください
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運行情報
メール

東急線運行情報メールは、東急線各線で遅延や運転見合わせなどが発生したとき、運行情報の第一報を 
携帯電話にメールでお知らせするサービスです。ご登録はこちらから→http://tokyu.jp/スマートフォンにも対応しています

読　者	
プレゼント

「2013東急電車カレンダー」
10月1日（月）から販売開始

今年も東急電車カレンダーを
発売します。東急電車のさま
ざまな姿を、四季の彩り豊か
な沿線風景とともにお楽しみ
ください。カレンダーの最後
のページには、ペーパークラ
フトがついていますので、
作って、飾って、楽しめます。

◆発 売 日　10月1日（月）〜
◆サ イ ズ　B3 壁掛けタイプ
◆販売価格　1,000円（税込み）
◆販売部数　20,000部
◆販売場所　 東急線各駅の窓口 

（ こどもの国線恩田駅･こどもの国駅を除く。世田谷線
は三軒茶屋駅･上町駅･下高井戸駅のみ）

※売り切れ次第終了します。お早めにお求めください。

2013東急電車カレンダーを
抽選で5名さまにプレゼント!

C池上線
10月12日（金）池上本門寺 

「お会式」開催に伴う増発運転
　10月11日（木）〜13日

（土）、 池上本門寺では「お
会式」が開催されます。池
上線では、12日（金）の18
時から行われる万灯練供養
に合わせて、16時 台から
23時台は臨時ダイヤで運転します。
■10月12日（金）16時以降の運転本数 （池上駅を基準とします）

時間帯
上り（五反田方面） 下り（蒲田方面）

運転本数 運転間隔 運転本数 運転間隔
16:00〜18:00 21 4〜7分 24 3〜6分
18:00〜20:00 27 3〜6分 26 4〜7分
20:00〜22:00 23 2〜7分 21 4〜7分
22:00〜24:00 20 4〜10分 18 5〜9分

■池上本門寺「お会式」の概要
　・開催日　 10月11日（木）〜13日（土） 

※万灯練供養は12日（金）18時ごろ〜
　・場　所　池上本門寺
　・最寄り　池上駅（徒歩10分）

C田園都市線
高津駅に駐輪場ができました
　9月5日、 高津駅に駐輪場が
オープンしました。
　路上駐輪は、歩行者や緊急車
両などの通行の障害になります。
自転車で駅までお越しの際は、駐輪場のご利用をお願いします。
■収容台数　200台（自転車のみ）
■営業時間　24時間営業（機械式）
■利用料金　24時間ごとに100円 ※月決め利用は受け付けていません。
■お問い合わせ　（株）東急レールウェイサービス
　　　　　　あざみ野エリア事務所　045-905-1922

C世田谷線
世田谷線IC乗車券「せたまる」 
の使用を終了します
　3月から開始した世田谷線PASMO定期券の販売に
伴い、9月30日（日）をもって世田谷線IC乗車券「せた
まる（回数券・定期券）」の使用を終了します。
　せたまるカード（デポジット・入金残額）は、以下のと
おり無手数料で払いもどします。
■払いもどし期間　2017年3月31日まで
■払いもどし箇所　 世田谷線三軒茶屋駅・上町駅・下高井戸駅・ 

田園都市線三軒茶屋駅の定期券うりば
　詳細は、東急電鉄ホームページをご覧ください。

東急からのお知らせ HOT ほっと TOKYU
 2012年10月号（通巻391号）

■発  　　　　行 東京急行電鉄株式会社
 A03-3477-6330
 月〜金 8:30〜17:00 (祝日、年末年始を除く）
	 　http://www.tokyu.co.jp/
 東急バス株式会社
 A03-6412-0190
 月〜金 9:00〜19:00 (祝日、年末年始を除く）
	 　http://www.tokyubus.co.jp/
■発　  行  　日 2012年9月20日（毎月20日発行）
■デザイン・制作 東京急行電鉄株式会社セラン事務局

URL

URL

東急グループお客さまご案内窓口　東急お客さまセンター
A03︲3477︲0109  B03︲3477︲6109

月〜金	8：00〜20：00　土日祝	9：30〜17：30（年末年始などを除く）
※6月1日（金）〜９月28日（金）の平日は8:00〜18:00

※東急線各駅へのお電話は、土日祝を除き東急お客さまセンターへ転送されます（上記営業時間内）。

※�応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。なお、当選者の発表は、賞品の
発送をもってかえさせていただきます。
※�皆さまのご意見などは、今後の紙面づくりに役立てさせていただきます。個別の回
答はいたしておりませんので、あらかじめご了承ください。
※�ご記入いただいた個人情報は、賞品の発送および個人が特定できない統計資料の作
成にのみ使用させていただくものとし、情報の第三者提供などは一切いたしません。

締め切り　10 月19 日（金）（当日消印有効）
〒150-8511 渋谷区桜丘町31-2 東急桜丘町ビル 3F
東京急行電鉄株式会社『HOTほっとTOKYU』編集係

通常はがきに、1今月号の『HOTほっとTOKYU』のなかで関心・興
味のあった記事を1つ、ご意見・ご感想 2郵便番号・住所 3氏名 4
年齢 5電話番号 6職業 7ご自宅の最寄り駅 を明記のうえ、下記宛
先までお送りください。皆さまのご応募をお待ちしています。

a東急電鉄からのお知らせ
Tokyu Lines Information

■ショッピングセンター情報
Shopping Information
････････････････････････････････････たまプラーザ テラス

30周年アニバーサリーキャンペーン開催!
たまプラーザ東急SC.の開業から30周年を記念して、10月
上旬まで、キャンペーンを開催します。
★	アニバーサリー記念講演＆サイン会	
阿川佐和子『聞く力』と私
・日時／9月30日（日）14:00〜17:00
・場所／ ゲートプラザ2F プラーザホール  

byイッツコム
★Happy	Anniversary	Chance!

期間中、5,000円（税込）以上のお買い上げでガラポン1回の
チャンス。当たりが出た方にはペア宿泊券などをプレゼントします。
・期間／9月28日（金）〜10月8日（月・祝）
・場所／ ゲートプラザ2F 中央エレベーター前広場（抽選会場）

◆お問い合わせ／045-903-2109　たまプラーザ テラス
　http://www.tamaplaza-terrace.com/エンターテインメントシティ 〜渋谷の魅力を再発見〜

第7回	宮益坂
　宮益坂は、かつて富士山を望むことができ、富士見坂と
呼ばれていました。

宮益坂の名称の由来
　宮益坂の名称は、 お宮の利益を
授かる「宮益」という江戸時代の町
名に由来したものです。道幅が狭く
急な坂道でしたが、明治時代に改修
されて道幅が広がり、都電の線路が
敷設され交通網が発達しました。

伝統の息づく街
　宮益坂周辺は、 渋谷地区では江
戸時代から繁盛していた街として
知られ、今も受け継がれる伝統ある
文化を大切にしています。坂の途中
にある宮益御嶽神社の境内には珍
しい日本狼の狛犬が鎮座し、さまざ
まな伝統行事が行われています。
 次回は『Bunkamura』を紹介します。

宮益坂MEMO①�
1968年まで、渋谷と東京を
結ぶ都電が運行していた。�

宮益坂MEMO②�
毎年11月の酉の日は、境内
で熊手の市が立ち大勢の人
でにぎわいます。�

■東急イベントニュース
Tokyu Event News

乗ってタッチdeラッキーすごろく
　渋谷ヒカリエB3〜５Fのショッピングエリア『ShinQs（シン
クス）』では、PASMO・Suicaを使って電車で来場したお客さ
まを対象に「乗ってタッチdeラッキーすごろく」キャンペーン
を実施します。サイコロを振ってすごろくを進め、ラッキー
ポイントで止まるとすてきな賞品がもらえます。

◆参加方法　① PASMO・Suicaを使って、電車でShinQsに来場
②ShinQs内の専用端末にPASMO・Suicaをタッチ
③サイコロが振られ、すごろくが進む
④次回以降は、前回止まったところからスタート
⑤ ラッキーポイントで止まると、賞品引き替えクー

ポンが発券される
※ すごろくは1日1回限定ですが、期間中は何日でも参加できます。

◆期間　9月13日（木）〜12月26日（水）
◆専用端末設置場所　渋谷ヒカリエ ShinQs 2F・B3F
◆お 問 い 合 わ せ　渋谷ヒカリエ ShinQs A03-3461-1090

　詳細は、ShinQsホームページをご覧ください。
　http://www.tokyu-dept.co.jp/shinqs/

ゆるり散策、私鉄沿線　2012 秋〜2013 冬
「花と寺社めぐりスタンプラリー& 
おいしい寄り道」開催中
　私鉄9社共同企画「花と寺社めぐりスタン
プラリー&おいしい寄り道」を開催してい
ます。紅葉の境内や花咲く庭園をめぐり、
最寄り駅に設置されたスタンプを集める
と、抽選ですてきな賞品が当たります。

■期間　〜2013年2月28日（木）

　詳細は、駅にあるパンフレットをご覧ください。

目黒区商店街を歩いて楽しもう♪
のんびり散歩2012
　目黒区内の特徴ある商店街を、 のんびり歩いて楽しむ
ウオーキングイベントを開催します。約150 店舗がおいし
い逸品や記念品など、さまざまな特典を用意しています。

◆日　　時　 10月27日（土） 11：00〜16：00（雨天決行）
◆コ ー ス
　①中 目 黒 商 店 街 ⇒ 祐 天 寺 商 店 街 ⇒ 学芸大学商店街
　②学芸大学商店街 ⇒ 祐 天 寺 商 店 街 ⇒ 中目黒商店街
　③ 都立大学商店街 ⇒ 自由が丘商店街 ⇒ 大岡山北本商店街 ⇒洗足商店街
　④ 洗足商店街 ⇒ 大岡山北本商店街 ⇒ 自由が丘商店街 ⇒都立大学商店街
◆参 加 費　無料（交通費・飲食代などは各自でご負担ください）
◆募集人数　各コース1,000人（計4,000人）
◆応募方法　 東急沿線情報サイト『とくらく』の専用応募サイト、

または往復はがきでご応募ください。
◆募集期間　 9月20日（木）〜10月19日（金）※定員になり次第締め切り
◆お問い合わせ　のんびり散歩2012事務局
　　　　　　　　A045-285-1090（平日10：00〜17：00）

　応募方法など詳細は、東急沿線情報サイト『とくらく』ホー
ムページをご覧ください。http://www.tokyuensen.com/

せたがや☆キラ星スタンプラリー
　世田谷線、京王線、井の頭線、小田急線の沿線にあ
る世田谷区内16の商店街が合同でスタンプラリーを開催
します。さまざまな商店街を訪れ、スタンプを集めると、
抽選ですてきな賞品が当たります。
◆期　間　10月7日（日）〜31日（水）
◆参加費　無料 ※事前申込は不要
◆お問い合わせ　 NPO法人まちこらぼ 

A03-5426-3737（月〜金　10:00〜17:00）
　コースなど詳細は、まちこらぼホームページをご覧く
ださい。http://machicollabo.net/

第89回  「インフルエンザ・ノロウィルス対策」
　寒い季節に猛威を振るう感染症として、インフルエンザ
やノロウィルスによる感染性胃腸炎があります。流行する前
の効果的な予防と対策について、分かりやすくお話しします。

◆講師／感染管理認定看護師　立見竹代
◆日時／10月25日（木）　15:00〜16:30（開場14:30）
◆場所／東急病院　5階会議室　
◆定員／60名（予約制、参加費無料）
◆申込方法／ 下記の電話番号からお申し込みください。

東急病院（目黒線･大井町線「大岡山駅」直結）
A03-3717-7867（医療連携室）　月〜金　8:45〜17:00（祝日、年末年始などを除く）
http://www.tokyu.co.jp/hospital/

■東急病院公開講座のお知らせ
Tokyu Hospital Information

■中目黒駅上りホーム
　9 月 12 日、中目黒
駅 上りホームにエス
カレーターを新設しま
した。
　また、下りホームの
エスカレーター は、
2013年中に設置予定です。

■武蔵小杉駅のJR連絡通路
　8月31日、 川崎市
は 武 蔵 小 杉 駅 とJR
南武線・武蔵小杉駅を
結ぶ連絡通路に下り
エスカレーターを新設
しました。
　これにより、JR 南武線から東横線・目黒線への
乗り換えの利便性が向上しました。

至 菊名
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人間ドック室リニューアルオープンのお知らせ
施設内をリニューアルし、検査の待ち時間など快適にお過ごしいただける空間を目指
しました。全身のチェックを受け、がん・生活習慣病の早期発見と予防に努めましょう。

東横線渋谷駅の�
ペーパークラフトつき

写真提供:渋谷区郷土博物館・文学館

五島美術館　リニューアルオープン記念展 
「時代の美」を開催します

　五島美術館は、展示スペース
の拡張とケース・照明などの鑑賞
環境を一新して、10月20日（土）
にリニューアルオープンします。
これを記念して、「時代の美—五島美術館・大東急記念文
庫の精華」をテーマに、第1部「奈良・平安」編、第2部「鎌
倉・室町」編、第3部「桃山・江戸」編、第4部「中国・朝鮮」編
と、4回にわたる展覧会を2013年3月まで開催します。
◆期 　 間　 第1部「奈良・平安」編 10月20日（土）〜11月18日（日）
◆休 館 日　毎月曜日
◆開館時間　10:00〜17:00（入館は16:30まで）
◆入 館 料　一般1,000円／高・大学生700円／中学生以下無料
◆最 寄 り　上野毛駅（徒歩5分）
◆お問い合わせ　 ハローダイヤル（展覧会のご案内）A03-5777-8600 

8:00〜22:00（年中無休） 
http://www.gotoh-museum.or.jp/

世田谷線沿線イベント2012
　今年の秋も世田谷線沿線の駅前商店街を中心にイベ
ントが開催されます。期間中はイベントキャラクターを
車体にラッピングした世田谷線イベント号が走ります。
また、沿線11校の小学生が描いた各イベントの絵画を
車内に掲出します。地域色あふれるイベントへ、ぜひお
出掛けください。

◆あきさみよ豪徳寺沖縄祭り
開催日　10月7日（日）・8日（月・祝）
場　所　豪徳寺たまにゃん通り商店街全域
内　容　 ミニ物産展、琉舞（エイサー踊り、サンシン）、

フリーマーケット、オープンカフェ
最寄り　山下駅

◆第9回せたがや未来博
開催日　10月20日（土）・21日（日）
場　所　 世田谷区民会館、世田谷区役所中庭など
内　容　 子どもスタンプラリーなどの楽しいイベン

トやおいしい食べ物が盛りだくさん
最寄り　松陰神社前駅、世田谷駅

◆世田谷アートタウン2012　『三茶de大道芸』
開催日　10月20日（土）・21日（日）
場　所　 三軒茶屋駅周辺・近隣商店街、世田谷パ

ブリックシアター
内　容　 大道芸、 アート楽市、 各商店街の催し

（模擬店、物産展など）、似顔絵コーナー
最寄り　三軒茶屋駅

◆お問い合わせ　 世田谷線沿線イベント2012事務局 NPO法人まちこらぼ 
A03-5426-3737（月〜金 10:00〜17:00） 
http://machicollabo.net/

正面玄関

〜 さらに便利な駅へ 〜

エスカレーターを新設

写真：Waits


